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Voted HAWAII’S BEST Burger since 2001

Rich & Ted at Waikiki store 2004
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Premium Burgers & Sandwiches

Takeout OK!!
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当店では厳選された15 種類のスパイスを使用し、風味豊かなバーガーを提供しております。
テディーズ オリジナルスーパーソースまたはテディーズオリジナルテリソースよりお選びいただけます。

We Offer Flavorful Burger with 15 Selected Spices.

You can choose Teddy's original super sauce or Teddy's original Teriyaki sauce.

1

Step

バーガーを選ぶ Choose your favorite burgers

スーパーソース
Original Bun

Teddy’s Original Burger with Super Sauce

Gluten Free Bun

Step

当店
オススメ!!

チーズバーガー

当店オススメ

Premium Original Burger

¥880

Big 120g

Big 120g

¥1,210

アメリカンチーズ・アボカド
아메리칸ㅤ치즈·아보카도
美国芝士·牛油果

오리지널 버거ㅤ原创汉堡

Step

3

バンズを選ぶ

★アメリカン or スイスチーズに
チェンジ出来ます !
Big 120g

★Type of Cheese: Cheddar, American or Swiss

or

Premium Western Burger

Premium Cheese Burger
치즈 버거ㅤ芝士汉堡

VEGETABLE BUN

웨스턴ㅤ微辣汉堡包

¥980

血糖値を抑えてダイエットにも最適
小麦アレルギーの方にも安心してお召し上がりいただけます。

Big 120g

ビタミン、
ミネラル、食物繊維を
多く含むイーストフード、乳化剤
無添加のライ麦パン

+¥100

+¥100

野菜を最初に食べることで
ダイエット効果があると言われています!

ウエスタンバーガー

ライ麦サンド
RYE SANDWICHES

Gluten Free 100% RICE FLOUR

♣ ベジバーガー

★ プレミアム

Western

Biggest 220g +¥600

グルテンフリー
100%米粉バンズ

You can choose BUN

ORIGINAL BUN

チェダーチーズバーガー

Bigger 170g +¥300

メニュー表示価格

オリジナルバンズ

♣プレミアム

Cheese Burger

Satisfied
volume!

아보카도 치즈 버거ㅤ牛油果芝士汉堡

Big 120g

♣プレミアムオリジナルバーガー

Oﬀer a student discount with ID

大満足の
ボリューム!

Push!!
size

♣ プレミアムアボカド
Premium Avocado
Cheese Burger

学生のみ学生同士限定

You can choose Patty Size

슈퍼 소스 버거 ㅤ̖̑ਹ౭ࢦઉ

Avocado

写真付き学生証のご提示で

パティのサイズを選ぶ

2

Avocado Sand

Sand

平日学割やってます☆

10％OFF!!

US
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ビ
ーフ100
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ティ
ィ
USビーフ
10
00
0% パティ

Step 2 へ進む

Takeout OK!!

or

or

¥1,230

★치즈의 종류：체다、아메리칸、스위스ㅤැՂƞ뻭ОУ뺮ſŚ뺮วՂ

オニオンリング・ベーコン・チェダーチーズ・ホットソース

♣プレミアム

Classic

어니언ㅤ링·베이컨·체다·핫 소스ㅤㅤ炸洋葱圈·加腊肉·吉士·油炸洋葱

クラシックバーガー

Monster Double

Premium Classic Burger

클래식ㅤ经典

Big 120g

Choose the toppings

¥100

Premium
Monster Double Burger

Premium C.C.Rider

Patty×2
Big 240g
Patty×2
Bigger 340g
Patty×2
Biggest 440g

当店オススメ

¥1,180

チェダー＆ナチュラルチーズ・ベーコン

Grilled Pineapple

¥1,480
¥2,080
¥2,680

체다＆자연 치즈·베이컨ㅤㅤ切达 & 芝士·培根

Teriyaki

テリヤキソース Teddy’s Original Burger with Teriyaki Sauce 데리야키 소스 버거 ㅤ̆ۢਹ౭ࢦઉ
Teriyaki Cheese
●プレミアム Big 120g ¥1,060
●プレミアムテリヤキバーガー
Premium Teriyaki Burger
テリヤキチーズバーガー
Premium
Teriyaki Cheese Burger

데리야키 소스 버거ㅤ̆ۢࢦઉ

Big 120g

¥960

Step

5

● プレミアムハワイアンバーガー

Premium Hawaiian Burger
하와이안 ㅤࠜـᐡࢦઉ

Hawaiian

Big 120g

●チリ

¥230

●アボカド Avocado

（ポテトorサラダ）
+
（ドリンク）
セット ¥690
Choose a French Fry or Salad & Drink +¥480

おやこで
おそろい
ロコモコ!!
ようちえんから
ハンバーガーを
はじめよう!!

お子様ハンバーガープレート
ガ プ
Children's Hamburger Plate
¥750
어린이 햄버거 플레이트ㅤɳࢦٿઉ̞ذ
ミニハンバーガー・ポテト・ミニパンケーキ
니 햄버거 · 감자 · 미니 빵 케이크ㅤㅤĆࢦઉ・Ⴇଉ࿊ʳ・迷你ށा݆

Children Locomoco Plate
어린이 로코 플레이트ㅤɳࠜـٿᐡМϖࢦઉذ
ハンバーグ・自家製グレービーソース・目玉焼き
黒米入りライス・サラダ・ポテト・ミニパンケーキ

햄버거 · ·집에서 만든 그레이비 소스 · 계란 후라이 · 흑미들이 라이스 샐러드 ·
감자 · 미니 빵 케이크ㅤㅤ
ࢦઉ・Ģ̑Āѡ౭・ฏٮӳ・БМǌጨɘɍޞӘ・Ⴇଉ࿊ʳ・迷你ށा݆

or

● スパークリングウォーター
● オリジナルコーヒー（ホット /

お子様ロコモコプレート ¥750

●ハラペーニョ

Chili Jalapeño

ドリンクセット ¥400
Choose a Drink +¥280

¥120
お得!!

＋

어린 이용 접시ㅤɳذٿ

¥1,060

Bacon

¥210
お得!!

or

스위스 치즈ㅤㅤวՂැՂ

Teddy’s Original Burger with Children's Plate

●ベーコン

Chili

Choose the Combo or Drink Set

데리야키 소스 버거 치즈 ㅤ̆ۢ芝士ࢦઉ

Hawaiian Sand テリヤキバーガー
withグリルドパイナップル
데리야키 버거 와 구운ㅤ파인애플ㅤㅤ
ㅤ
̆ۢࢦઉ YKVJ ाျ

¥150

お得なバーガーセットを選ぶ

テリヤキバーガー with スイスチーズ

当店オススメ

●チーズ Cheese: Cheddar, American or Swiss
●チェダー：オレンジ色の濃厚なチーズ ●アメリカン：白いとろけるチーズ
●スイス：黄色い酸味のあるチーズテリヤキソースと相性抜群
●グリルドパイナップル

몬스터 더블 버거ㅤㅤ怪兽双层汉堡

♣プレミアム C.C.ライダー
Big 120g

トッピングを選ぶ

モンスターダブルバーガー

¥1,130

체다 치즈·비프 칠리 빈ㅤㅤ切达芝士·辣椒酱

C.C.라이더ㅤ苏打水可口

4

♣ プレミアム

チェダーチーズ・ビーフチリビーンズ
C.C.Rider

Step

●コカコーラ

アイス）

●コカコーラゼロ

●カナダドライジンジャーエール
●ドクターペッパー

●メロンソーダ

● ウーロン茶

● ホットティー（アールグレイ

● アイスティー

/ アッサム / ダージリン）

●S p a r k l i n g W a t e r
●H o t / I c e d O r i g i n a l B l e n d C o f f e e
● C o c a C o l a ● C o c a C o l a Z e ro
●C a n a d a D r y G i n g e r A l e ●M e l o n S o d a
●D r P e p p e r ●O o l o n g T e a ●I c e d T e a
●H o t T e a : E a r l G r e y / A s s a m / D a r j i l i n g

さらに+ ¥15 0で生ビールにチェンジ!!
More+¥150 to Draft Beer!!

¥350
お得!!
価格はすべて税抜きです。

Premium Burgers & Sandwiches

Takeout OK!!
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当店では厳選された15 種類のスパイスを使用し、風味豊かなバーガーを提供しております。
テディーズ オリジナルスーパーソースまたはテディーズオリジナルテリソースよりお選びいただけます。

We Offer Flavorful Burger with 15 Selected Spices.

You can choose Teddy's original super sauce or Teddy's original Teriyaki sauce.

1

Step

バーガーを選ぶ Choose your favorite burgers

スーパーソース
Original Bun

Teddy’s Original Burger with Super Sauce

Gluten Free Bun

Step

当店
オススメ!!

チーズバーガー

当店オススメ

Premium Original Burger

¥880

Big 120g

Big 120g

¥1,210

アメリカンチーズ・アボカド
아메리칸ㅤ치즈·아보카도
美国芝士·牛油果

오리지널 버거ㅤ原创汉堡

Step

3

バンズを選ぶ

★アメリカン or スイスチーズに
チェンジ出来ます !
Big 120g

★Type of Cheese: Cheddar, American or Swiss

or

Premium Western Burger

Premium Cheese Burger
치즈 버거ㅤ芝士汉堡

VEGETABLE BUN

웨스턴ㅤ微辣汉堡包

¥980

血糖値を抑えてダイエットにも最適
小麦アレルギーの方にも安心してお召し上がりいただけます。

Big 120g

ビタミン、
ミネラル、食物繊維を
多く含むイーストフード、乳化剤
無添加のライ麦パン

+¥100

+¥100

野菜を最初に食べることで
ダイエット効果があると言われています!

ウエスタンバーガー

ライ麦サンド
RYE SANDWICHES

Gluten Free 100% RICE FLOUR

♣ ベジバーガー

★ プレミアム

Western

Biggest 220g +¥600

グルテンフリー
100%米粉バンズ

You can choose BUN

ORIGINAL BUN

チェダーチーズバーガー

Bigger 170g +¥300

メニュー表示価格

オリジナルバンズ

♣プレミアム

Cheese Burger

Satisfied
volume!

아보카도 치즈 버거ㅤ牛油果芝士汉堡

Big 120g

♣プレミアムオリジナルバーガー

Oﬀer a student discount with ID

大満足の
ボリューム!

Push!!
size

♣ プレミアムアボカド
Premium Avocado
Cheese Burger

学生のみ学生同士限定

You can choose Patty Size

슈퍼 소스 버거 ㅤ̖̑ਹ౭ࢦઉ

Avocado

写真付き学生証のご提示で

パティのサイズを選ぶ

2

Avocado Sand

Sand

平日学割やってます☆

10％OFF!!

US
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10
00
0% パティ

Step 2 へ進む

Takeout OK!!

or

or

¥1,230

★치즈의 종류：체다、아메리칸、스위스ㅤැՂƞ뻭ОУ뺮ſŚ뺮วՂ

オニオンリング・ベーコン・チェダーチーズ・ホットソース

♣プレミアム

Classic

어니언ㅤ링·베이컨·체다·핫 소스ㅤㅤ炸洋葱圈·加腊肉·吉士·油炸洋葱

クラシックバーガー

Monster Double

Premium Classic Burger

클래식ㅤ经典

Big 120g

Choose the toppings

¥100

Premium
Monster Double Burger

Premium C.C.Rider

Patty×2
Big 240g
Patty×2
Bigger 340g
Patty×2
Biggest 440g

当店オススメ

¥1,180

チェダー＆ナチュラルチーズ・ベーコン

Grilled Pineapple

¥1,480
¥2,080
¥2,680

체다＆자연 치즈·베이컨ㅤㅤ切达 & 芝士·培根

Teriyaki

テリヤキソース Teddy’s Original Burger with Teriyaki Sauce 데리야키 소스 버거 ㅤ̆ۢਹ౭ࢦઉ
Teriyaki Cheese
●プレミアム Big 120g ¥1,060
●プレミアムテリヤキバーガー
Premium Teriyaki Burger
テリヤキチーズバーガー
Premium
Teriyaki Cheese Burger

데리야키 소스 버거ㅤ̆ۢࢦઉ

Big 120g

¥960

Step

5

● プレミアムハワイアンバーガー

Premium Hawaiian Burger
하와이안 ㅤࠜـᐡࢦઉ

Hawaiian

Big 120g

●チリ

¥230

●アボカド Avocado

（ポテトorサラダ）
+
（ドリンク）
セット ¥690
Choose a French Fry or Salad & Drink +¥480

おやこで
おそろい
ロコモコ!!
ようちえんから
ハンバーガーを
はじめよう!!

お子様ハンバーガープレート
ガ プ
Children's Hamburger Plate
¥750
어린이 햄버거 플레이트ㅤɳࢦٿઉ̞ذ
ミニハンバーガー・ポテト・ミニパンケーキ
니 햄버거 · 감자 · 미니 빵 케이크ㅤㅤĆࢦઉ・Ⴇଉ࿊ʳ・迷你ށा݆

Children Locomoco Plate
어린이 로코 플레이트ㅤɳࠜـٿᐡМϖࢦઉذ
ハンバーグ・自家製グレービーソース・目玉焼き
黒米入りライス・サラダ・ポテト・ミニパンケーキ

햄버거 · ·집에서 만든 그레이비 소스 · 계란 후라이 · 흑미들이 라이스 샐러드 ·
감자 · 미니 빵 케이크ㅤㅤ
ࢦઉ・Ģ̑Āѡ౭・ฏٮӳ・БМǌጨɘɍޞӘ・Ⴇଉ࿊ʳ・迷你ށा݆

or

● スパークリングウォーター
● オリジナルコーヒー（ホット /

お子様ロコモコプレート ¥750

●ハラペーニョ

Chili Jalapeño

ドリンクセット ¥400
Choose a Drink +¥280

¥120
お得!!

＋

어린 이용 접시ㅤɳذٿ

¥1,060

Bacon

¥210
お得!!

or

스위스 치즈ㅤㅤวՂැՂ

Teddy’s Original Burger with Children's Plate

●ベーコン

Chili

Choose the Combo or Drink Set

데리야키 소스 버거 치즈 ㅤ̆ۢ芝士ࢦઉ

Hawaiian Sand テリヤキバーガー
withグリルドパイナップル
데리야키 버거 와 구운ㅤ파인애플ㅤㅤ
ㅤ
̆ۢࢦઉ YKVJ ाျ

¥150

お得なバーガーセットを選ぶ

テリヤキバーガー with スイスチーズ

当店オススメ

●チーズ Cheese: Cheddar, American or Swiss
●チェダー：オレンジ色の濃厚なチーズ ●アメリカン：白いとろけるチーズ
●スイス：黄色い酸味のあるチーズテリヤキソースと相性抜群
●グリルドパイナップル

몬스터 더블 버거ㅤㅤ怪兽双层汉堡

♣プレミアム C.C.ライダー
Big 120g

トッピングを選ぶ

モンスターダブルバーガー

¥1,130

체다 치즈·비프 칠리 빈ㅤㅤ切达芝士·辣椒酱

C.C.라이더ㅤ苏打水可口
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♣ プレミアム

チェダーチーズ・ビーフチリビーンズ
C.C.Rider

Step

●コカコーラ

アイス）

●コカコーラゼロ

●カナダドライジンジャーエール
●ドクターペッパー

●メロンソーダ

● ウーロン茶

● ホットティー（アールグレイ

● アイスティー

/ アッサム / ダージリン）

●S p a r k l i n g W a t e r
●H o t / I c e d O r i g i n a l B l e n d C o f f e e
● C o c a C o l a ● C o c a C o l a Z e ro
●C a n a d a D r y G i n g e r A l e ●M e l o n S o d a
●D r P e p p e r ●O o l o n g T e a ●I c e d T e a
●H o t T e a : E a r l G r e y / A s s a m / D a r j i l i n g

さらに+ ¥15 0で生ビールにチェンジ!!
More+¥150 to Draft Beer!!

¥350
お得!!
価格はすべて税抜きです。

Premium Burgers & Sandwiches

16 年連続ハワイBEST BURGER 賞受賞記録更新中 !

Takeout OK!!

Voted HAWAII’S BEST Burger since 2001

ハワイ No.1 バーガーに選ばれ続ける理由

＊価格はすべて税抜きです。 ＊写真と盛り付けが異なる場合があります。

その他のバーガーを選ぶ

Choose other burgers

Japan Original

ジャパンオリジナル

Step 3 へ戻る

Teddy’s Original Burger with Chicken

일본 원주민

日本原装

♣オリジナル

チキンバーガー
Chicken Burger

Original Small Burger
Small

♣スモールチーズバーガー
Small Cheese Burger

Small

작은 치즈 버거ㅤ小芝士汉堡

鸡肉汉堡

♣ チキンバーガー

Chicken Burger ¥680

スモールバーガー
작은 버거ㅤ小汉堡

치킨 버거

치킨 버거

鸡肉汉堡

¥580

¥680

Teriyaki Chicken Burger

その 1・秘伝の自家製スーパーソース&
2 日間かけて仕込む自家製テリヤキソース
その 2・厳選された15 種類の
香辛料やハーブを使った、
自家製グルメバーガーシーズニング
その 3・特殊な高火力グリル
その 4・新鮮な野菜
その 5・オリジナルふわふわバンズ &
グルテンフリーの100% 米粉バンズ &
ライ麦サンド

こだわり

自家製シーズニング
TEDDY’S GOURMET BURGER SEASONING

Teriyaki Chicken Sand
こだわり

こだわり

Teddy’s Original Burger with Fish

フィッシュバーガー 생선 버거 鱼汉堡
Fried Fish Burger
♣たっぷりタルタル
フライドフィッシュバーガー
Fried Fish Burger ¥850
of Tartar Sauce

많은 타르타르 소스 의 프라이드 피쉬 버거 ㅤㅤ
满满塔塔酱的鱼汉堡

Teddy’s Original B.L.T. Burger

B.L.T バーガー B.L.T. 버거ㅤB.L.T. 堡王
B.L.T Burger
★プレミアム B.L.T. バーガー

当店オススメ

● 絶品
！本当に美味しい

Excellent Teriyaki Chicken Burger
일품! 정말 맛있는 데리야키 치킨 버거

Mochiko Chicken
Burger

¥1,200

Teddy’s Original Salad Burg

サラダバーグ

시저샐러드 버그

Mega

モチコチキンバーガー

많은 타르타르 소스 의 프라이드 피쉬 버거ㅤ모치코 치킨
满满塔塔酱的 Mochiko 炸鸡汉堡

Giga

¥980

Teddy’s Special

スペシャル
특별 버거 特别汉堡

● サラダバーグ

シーザー or コブドレッシング
Salad Burg Caesar Dressing
or Cobb Dressing

¥1,080

グリーンカール・サニーレタス・トマト・
アボカド・パティ
シーザードレッシング or コブドレッシング

TEDDY’S FLUFFY POTATO BUN

TEDDYʼS 自家製スーパーソース
TEDDY’S HOMEMADE SUPER SAUCE
テディーズビガーバーガー創業時からの
秘伝の自家製スーパーソース

スライススイートオニオン

THINLY SHAVEN WHITE SWEET ONION
ポリフェノールの一種であるケルセチンを含む
オニオンには血液をサラサラにする効果や
悪玉コレステロール減らし脂肪の吸収を抑える
働きに期待が持てます。

TEDDY’S HOMEMADE SUPER SAUCE

USビーフ100% パティ

やみつきコブドレッシング

シャキシャキ新鮮レタス
GREEN LEAF LETTUCE
レタスは低カロリーですが
β- カロテンやビタミン類やミネラル分、
腸内環境を整える食物繊維などを幅広く含みます。

新鮮トマト

FRESH RIPE TOMATO
トマトには生活習慣病予防や老化抑制にも
効果があるとされるリコピンを多く含み、
美肌効果や風邪予防に役立つビタミン C や、
食物繊維などをバランス良く含んでいます。

ʼS 自家製
T
TEDDY
厳
厳選された15 種類のシーズニング
TEDDY’S
GOURMET BURGER SEASONING
T

100 % GROUND CHUCK STEER

★ プレミアムメガモンスターバーガー
Premium Mega Monster Burger

¥3,800

★ プレミアムギガモンスターバーガー
Premium Giga Monster Burger

¥6,800

120g×5
with Poteto ポテト付き 메가몬스타 버거ㅤ怪兽汉堡王 감자튀김 딸린ㅤ带薯条

※お得なセットも選べます。

バーガーにピッタリなふわふわバンズ

TEDDYʼS 自家製スーパーソース

그린 컬·잎상추·토마토·아보카도 패티ㅤ
시저 드레싱코부 or 코부 드레싱 버
绿生菜·莴苣叶·西红柿·牛油果 凯撒沙拉酱 or 科布沙拉

Salad Burg

自家製テリヤキソース
TEDDY’S HOMEMADE TERIYAKI SAUCE

♣たっぷりタルタル

凯撒沙拉汉堡

選べる
ドレッシング

自家製スーパーソース
TEDDY’S HOMEMADE SUPER SAUCE

Mochiko Chicken Burger
of Tartar Sauce

B.L.T. 버거ㅤB.L.T. 堡王

B.L.T Sand

ㅤ什ĭ稀罕物！Ŭ好吃̆ۢ鸡肉汉堡

Mochiko Chicken Burger

Premium
B.L.T Burger

たっぷりベーコン・
レタス・
トマト

¥880

テリヤキチキンバーガー

220g×5
with Poteto ポテト付き 메가몬스타 버거ㅤ怪兽汉堡王 감자튀김 딸린ㅤ带薯条

PROPRIETARY GRIND PATTY
テディーズビガーバーガーのビーフパティは
体内で作ることのできない「必須アミノ酸」が
バランスよく含まれております。

当店ではご注文いただいてからパティをジューシーに焼き上げすべて手作りでご提供します。
.......AND YOUR BURGER IS HANDCRAFTED, FLAMEBROILED AND DRESSED EXACTLY THE WAY YOU WANT IT.

Premium Burgers & Sandwiches

16 年連続ハワイBEST BURGER 賞受賞記録更新中 !

Takeout OK!!

Voted HAWAII’S BEST Burger since 2001

ハワイ No.1 バーガーに選ばれ続ける理由

＊価格はすべて税抜きです。 ＊写真と盛り付けが異なる場合があります。
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Choose other burgers
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自家製テリヤキソース
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♣たっぷりタルタル

凯撒沙拉汉堡

選べる
ドレッシング

自家製スーパーソース
TEDDY’S HOMEMADE SUPER SAUCE

Mochiko Chicken Burger
of Tartar Sauce

B.L.T. 버거ㅤB.L.T. 堡王

B.L.T Sand

ㅤ什ĭ稀罕物！Ŭ好吃̆ۢ鸡肉汉堡

Mochiko Chicken Burger

Premium
B.L.T Burger

たっぷりベーコン・
レタス・
トマト

¥880

テリヤキチキンバーガー

220g×5
with Poteto ポテト付き 메가몬스타 버거ㅤ怪兽汉堡王 감자튀김 딸린ㅤ带薯条

PROPRIETARY GRIND PATTY
テディーズビガーバーガーのビーフパティは
体内で作ることのできない「必須アミノ酸」が
バランスよく含まれております。

当店ではご注文いただいてからパティをジューシーに焼き上げすべて手作りでご提供します。
.......AND YOUR BURGER IS HANDCRAFTED, FLAMEBROILED AND DRESSED EXACTLY THE WAY YOU WANT IT.

Takeout OK!!

Hawaiian Food

Hawaiian Food

SIDE MENU

SALAD & SOUP, MOCHIKO CHICKEN & APPETIZER

Mega Extra Crispy Fries
特盛り!! 手がとまらないポテト

当店オススメ

当店オススメ

Big Mochiko Chickenand Extra Crispy Fries
BIGもちこチキン2ピース
BIG
Gもちこチキン2ピース＆ポテト

EXTRA CRISPY FRIES
当店オススメ

●

みんなでワイワイ特盛り!!
¥880

Mega Extra Crispy Fries

●

●カリッとジューシーBIGもちこチキン2ピース＆ポテト
Big Mochiko Chicken 2 Piece and Extra Crispy Fries

S
L

Extra Crispy Fries

¥960

Big Chicken One Piece

最初のおつまみに持ってこい!!

手がとまらないポテト

●

빅 모치코 치킨 & 엑스트라 크리스피 감자튀김ㅤ大糯米粉揚鳥＆酥炸薯条

특 모듬!! 엑스트라 크리스피 감자튀김ㅤㅤ满盘!! 酥炸薯条
当店オススメ

SALAD

当店オススメ

特盛り!! 手がとまらないポテト

当店オススメ

¥290
¥480

当店オススメ

APPETIZER

¥1,000
Cobb Salad 코부사라다ㅤ科布沙拉

特製コブサラダ

Heaping Green Salad

レタス / アボカド /トマト / 小エビ / 鶏 /
トルティーヤチップス / コブドレッシング

●

빅 모치코 치킨 한 조각ㅤ大糯米粉揚鳥一片

Extra Crispy Fries

約250g

当店オススメ

¥380

山盛りグリーンサラダ

¥680
● シュリンプカクテル
Shrimp Cocktail
¥600

Heaping Green Salad

새우 칵테일
鸡尾酒虾

Fish and Chips

● フィッシュ＆チップス

with 具だくさんタルタル
¥800

Fish and Chips
with Tartar Sauce

● シェフの気まぐれサラダ ※スタッフにお尋ねください。
Chef Salad 요리사 의 변덕 샐러드ㅤ厨师长推荐沙拉
¥880

● シーザーサラダ
Caesar Salad

FRIES

ポテトトッピング
Extra Crispy Fries Toppings
토핑
ĻԨȀԜն

● チリ Chili

칠리ㅤޜਹ

●タルタル Tartar Sauce
타르타르ㅤ塔塔酱

Chili Con cheese Nachos

●

Shrimp Cocktail

Caesar Salad

●

시저 샐러드ㅤ凯撒沙拉
グリーンカール / サニーレタス /トマト / ベーコン
シーザードレッシング

＋￥200

Pounded Cucumbers
with Hawaiian Salt
キュウリ / ハワイアンソルト / ごま油

チリコンチーズのナチョス

Pounded Cucumbers

SEPARATELY MOCHIKO CHICKEN
●

墨西哥吉士玉米脆饼

●

手がとまらないポテト
with チーズ＆チリ

● オニオンリング
Onion Rings

Extra Crispy Fries
with Cheese and Chili

with Cheese and Chili

S
L

●

S
L

当店オススメ

もちこチキン / サラダ

Mochiko Chicken

もちこチキン 4 個
もちこチキン 7個

¥600
¥1,000

Onion Rings

¥540
¥730

手がとまらないポテト
with 具だくさんタルタル

클램 차우더
周打蛽湯

엑스트라 크리스피 감자튀김
와 타르타르ㅤ
酥炸薯条与塔塔酱
S
L

● コーンポタージュスープ
Corn Potage

各 ¥550

● クラムチャウダースープ
Clam Chowder

HOMEMADE TARTAR SAUCE

Extra Crispy Fries

with Tartar Sauce

SOUP

타주
玉米浓汤

自家製具だくさんタルタルソース
こだわり

¥500
● ミックスナッツ
Mixed Nuts 믹스 넛ㅤ混合坚果

모치코 치킨
糯米粉揚鳥

¥350
¥500

어니언ㅤ링
炸洋葱圈

엑스트라 크리스피 감자튀김
와 치즈 칠리ㅤ
酥炸薯条与芝士种类辣酱

もちこチキン

単品

Mochiko Chicken

トルティーヤチップス / サルサディップ

当店オススメ

ハワイアンソルトの
TATAKIキュウリ ¥450
하와이안 소금의 TATAKI 오이
夏威夷盐香油黄瓜

Chili Con Cheese Nachos
지리콘치즈 의 나초스
¥600

＋￥150

小エビ / オリジナルカクテルソース

¥850

피쉬 앤 칩스와 타르타르ㅤ
炸鱼和薯条与塔塔酱
● チーズ Cheese 치즈ㅤැՂƞ ＋￥100

¥800

연어 와 아보카도 의 카르파초ㅤㅤ三文鱼鳄梨卡帕奇欧

Big Mochiko Chicken One Piece

엑스트라 크리스피 감자튀김ㅤ酥炸薯条

サーモンとアボカドのカルパッチョ

スモークサーモン / アボカド / イタリアンパセリ / カッテージチーズ / 粒マスタード

グリーンカール / オニオン /トマト / アボガド
イタリアンドレッシング

BIGもちこチキン単品

●

当店オススメ

Avocado and Smoked Salmon, Caprese Style

산더미 그린 샐러드ㅤ满盘绿色的沙拉

●カリッとジューシー

当店オススメ

Avocado and
Smoked Salmon
サーモンとアボカドのカルパッチョ

Cobb Salad
特製コブサラダ

BIG CHICKEN

Takeout OK!!

Corn Potage Soup

● ミネストローネスープ
Minestrone
¥490
¥680

미네스트로네
意大利蔬菜汤

高温の油
HIGH TEMPERATURE OIL こだわり
Clam Chowder Soup

＊価格はすべて税抜きです。 ＊写真と盛り付けが異なる場合があります。

Takeout OK!!

Hawaiian Food

Hawaiian Food
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with Tartar Sauce

● シェフの気まぐれサラダ ※スタッフにお尋ねください。
Chef Salad 요리사 의 변덕 샐러드ㅤ厨师长推荐沙拉
¥880

● シーザーサラダ
Caesar Salad

FRIES

ポテトトッピング
Extra Crispy Fries Toppings
토핑
ĻԨȀԜն

● チリ Chili

칠리ㅤޜਹ

●タルタル Tartar Sauce
타르타르ㅤ塔塔酱

Chili Con cheese Nachos

●

Shrimp Cocktail

Caesar Salad

●

시저 샐러드ㅤ凯撒沙拉
グリーンカール / サニーレタス /トマト / ベーコン
シーザードレッシング

＋￥200

Pounded Cucumbers
with Hawaiian Salt
キュウリ / ハワイアンソルト / ごま油

チリコンチーズのナチョス

Pounded Cucumbers

SEPARATELY MOCHIKO CHICKEN
●

墨西哥吉士玉米脆饼

●

手がとまらないポテト
with チーズ＆チリ

● オニオンリング
Onion Rings

Extra Crispy Fries
with Cheese and Chili

with Cheese and Chili

S
L

●

S
L

当店オススメ

もちこチキン / サラダ

Mochiko Chicken

もちこチキン 4 個
もちこチキン 7個

¥600
¥1,000

Onion Rings

¥540
¥730

手がとまらないポテト
with 具だくさんタルタル

클램 차우더
周打蛽湯

엑스트라 크리스피 감자튀김
와 타르타르ㅤ
酥炸薯条与塔塔酱
S
L

● コーンポタージュスープ
Corn Potage

各 ¥550

● クラムチャウダースープ
Clam Chowder

HOMEMADE TARTAR SAUCE

Extra Crispy Fries

with Tartar Sauce

SOUP

타주
玉米浓汤

自家製具だくさんタルタルソース
こだわり

¥500
● ミックスナッツ
Mixed Nuts 믹스 넛ㅤ混合坚果

모치코 치킨
糯米粉揚鳥

¥350
¥500

어니언ㅤ링
炸洋葱圈

엑스트라 크리스피 감자튀김
와 치즈 칠리ㅤ
酥炸薯条与芝士种类辣酱

もちこチキン

単品

Mochiko Chicken

トルティーヤチップス / サルサディップ

当店オススメ

ハワイアンソルトの
TATAKIキュウリ ¥450
하와이안 소금의 TATAKI 오이
夏威夷盐香油黄瓜

Chili Con Cheese Nachos
지리콘치즈 의 나초스
¥600

＋￥150

小エビ / オリジナルカクテルソース

¥850

피쉬 앤 칩스와 타르타르ㅤ
炸鱼和薯条与塔塔酱
● チーズ Cheese 치즈ㅤැՂƞ ＋￥100

¥800

연어 와 아보카도 의 카르파초ㅤㅤ三文鱼鳄梨卡帕奇欧

Big Mochiko Chicken One Piece

엑스트라 크리스피 감자튀김ㅤ酥炸薯条

サーモンとアボカドのカルパッチョ

スモークサーモン / アボカド / イタリアンパセリ / カッテージチーズ / 粒マスタード

グリーンカール / オニオン /トマト / アボガド
イタリアンドレッシング

BIGもちこチキン単品

●

当店オススメ

Avocado and Smoked Salmon, Caprese Style

산더미 그린 샐러드ㅤ满盘绿色的沙拉

●カリッとジューシー

当店オススメ

Avocado and
Smoked Salmon
サーモンとアボカドのカルパッチョ

Cobb Salad
特製コブサラダ

BIG CHICKEN

Takeout OK!!

Corn Potage Soup

● ミネストローネスープ
Minestrone
¥490
¥680

미네스트로네
意大利蔬菜汤

高温の油
HIGH TEMPERATURE OIL こだわり
Clam Chowder Soup

＊価格はすべて税抜きです。 ＊写真と盛り付けが異なる場合があります。

Hawaiian Food

Takeout OK!!

★ お得なドリンクセット
★ お得な生ビールセット

ライス大盛り無料
Rice large serving free
Original Loco Moco Plate
特製ロコモコプレート

当店オススメ

Hawaiian Food

￥400 +￥280
￥500 +￥400

★ お得なドリンクセット
★ お得な生ビールセット

ライス大盛り無料
Rice large serving free

● 一部商品を除く

Original Loco Moco Plate
Mochiko Chicken Mix ¥1,680
特製ロコモコプレートもちこチキンMIX

HUMBURG PLATE

★ 特製ロコモコプレート

当店オススメ

Big

Original Loco Moco Plate

Bigger

¥1,280
¥1,580

로코모코 플레이트ㅤ夏威夷汉堡饭
ハンバーグ / 自家製グレービーソース / 目玉焼き /
黒米入りライス / サラダ

当店オススメ

ロコモコトッピング
토핑
ĻԨȀԜն

★ たっぷりタルタルもちこチキンプレート

★ 自家製マカダミアナッツカレー

● アボカド Avocado

Teddy’s Original Burger with Children's Plate

ようちえんから
ハンバーガーを
はじめよう!!

★もちこチキンMIX もちこチキン3個

Chili Con Carne Loco Moco

Mochiko Chicken Mix Three-piece +¥400

모치코 치킨 혼합ㅤ加３个糯米粉揚鳥

お子様ハンバーガープレート
Children's Hamburger Plate
¥750
어린이 햄버거 플레이트ㅤɳࢦٿઉ̞ذ
ミニハンバーガー・ポテト・ミニパンケーキ
니 햄버거 · 감자 · 미니 빵 케이크ㅤㅤĆࢦઉ・Ⴇଉ࿊ʳ・迷你ށा݆

SEPARATELY MOCHIKO CHICKEN

単品

¥1,180
¥1,480

当店オススメ

● もちこチキン Mochiko Chicken
모치코 치킨
糯米粉揚鳥
もちこチキン / サラダ

★ みぞれおろしもちこチキンプレート

もちこチキン 4 個

Mochiko Chicken Plate with Grated Radish

当店オススメ

¥600

무즙 모치코 치킨 플레이트
糯米粉揚鳥飯 萝卜泥糯米粉揚鳥飯

お子様ロコモコプレート ¥750

当店オススメ

ハンバーグ / チリコンカンソース
目玉焼き / 黒米入りライス / サラダ

★ もちこチキンプレート

もちこチキン 4 個
もちこチキン 7個

おやこで
おそろい
ロコモコ!!

Chili Con Carne Loco Moco Plate
Big
¥1,580
Bigger ¥1,880

마카다미아넛 카레ㅤ夏威夷果酱汁咖喱
カレー / 自家製マカダミアナッツソース / マカダミアナッツ / サラダ / 黒米入りライス

모치코 치킨 플레이트5 개ㅤ糯米粉揚鳥飯 糯米粉揚鳥

当店オススメ

칠리 로코모코 플레이트
辣椒汉堡饭

¥1,380
¥1,680

もちこチキン / サラダ / 黒米入りライス

어린 이용 접시ㅤɳذٿ

+¥230

아보카도ㅤЛЅư

もちこチキン 4 個
もちこチキン 7個

Mochiko Chicken Plate

모치코 치킨 혼합ㅤ加３个糯米粉揚鳥

+¥100

¥1,150

Macadamia Nuts Sauce Curry

もちこチキン / サラダ / タルタルソース / 黒米入りライス

Mochiko Chicken Mix Three-piece

● パイン Pineapple 파인애플ㅤျ
● チーズ Cheese 치즈ㅤැՂƞ

★ チリロコモコプレート

MACADAMIA NUTS SAUCE CURRY

Mochiko Chicken Plate

+¥400

★もちこチキンMIX もちこチキン3個

모치코 치킨 혼합ㅤ加３个糯米粉揚鳥

MOCHIKO CHICKEN PLATE

많은 타르타르 소스 의 치킨 플레이트
糯米粉揚鳥飯加塔塔酱 糯米粉揚鳥
Grated Radish Hamburg Plate

● 一部商品を除く

Macadamia Nuts Sauce Curry
自家製マカダミアナッツカレー

Mochiko Chicken Plate with Tartar Sauce

Grated Radish Hamburg Plate
무즙 햄버거 플레이트
Big
¥1,180
萝卜泥汉堡饭
Bigger ¥1,480

ハンバーグ / おろしポン酢
大葉 / サラダ / 黒米入りライス

+¥400
Mochiko Chicken Mix Three-piece

★もちこチキンMIX もちこチキン3個

Loco Moco Toppings

★ おろしハンバーグプレート

￥400 +￥280
￥500 +￥400

当店オススメ

当店オススメ

Mochiko Chicken Plate
with Tartar Sauce
たっぷりタルタルもちこチキンプレート

LOCO MOCO

Takeout OK!!

Children Locomoco Plate
어린이 로코 플레이트ㅤɳࠜـٿᐡМϖࢦઉذ
ハンバーグ・自家製グレービーソース・目玉焼き
黒米入りライス・サラダ・ポテト・ミニパンケーキ

もちこチキン / サラダ / おろしポン酢 / 黒米入りライス

もちこチキン 4 個
もちこチキン 7個

햄버거 · ·집에서 만든 그레이비 소스 · 계란 후라이 · 흑미들이 라이스 샐러드 ·
감자 · 미니 빵 케이크ㅤㅤ
ࢦઉ・Ģ̑Āѡ౭・ฏٮӳ・БМǌጨɘɍޞӘ・Ⴇଉ࿊ʳ・迷你ށा݆

もちこチキン 7個

¥1,000

¥1,280
¥1,580

Mochiko Chicken

with Grated Radish

テディーズのロコモコが好評な理由

テディーズのもちこチキンが美味しい理由

その 1・ハンバーガー屋が作るスペシャルロコモコ。
その 2・特殊な高火力グリルの直火でカラッと焼上げ余分な油を落としたジューシーなハンバーグが自慢 !
その 3・こんがりハンバーグの肉汁との相性を第一に考えて作る、自家製グレイビーソース。
チリロコモコには素材とスパイスにこだわったチリコンカンソースをたっぷり使用。
その 4・古代米「黒米」
はビタミン・ミネラル豊富な稲の原種、美肌・若返り・病気予防効果の美容食 !
その 5・
「肉汁 グレイビーソース とろとろ半熟卵 黒米」
のハーモニーはリピート続出です。

鶏唐揚げの衣に餅粉をたっぷり使った、ハワイのローカルフード。
餅粉の衣は、
サクサクなのにモチモチしている新食感。
自家製の漬けダレにしっかり漬け込んだチキンは、
想像以上にやわらかジューシー。
テディーズ特製のもちこチキン、
ぜひ一度お試しください。

黒米入りライス
こだわり

THE CEREALS RICE

高火力グリル
こだわり

HIGH FIRE GRILL

こだわり

こだわり

テディーズのお米は、
すべて
黒米を使用して炊き上げてます
Using the Cereals rice

自家製グレービーソース

こだわり

HOMEMADE GRAVY SAUCE

自家製漬けダレ
DEEP-FRIED
CHICKEN SAUCE

チリコンカンソース
こだわり CHILI CON CARNE SAUCE

＊価格はすべて税抜きです。 ＊写真と盛り付けが異なる場合があります。

高温の油
HIGH TEMPERATURE OIL こだわり

특제 흑미 特制黑米

効果① ポリフェノールの1種、アントシアニンが豊富で
視力増強や肝機能強化が見込めます。
効果② アントシアニンの持つ抗酸化作用により、
美容・美肌にも効果あり！
効果③ ビタミンB 群や亜鉛、鉄分などの
ビタミンを豊富に含み、滋養強壮に効果あり。
効果④ ビタミンB1の働きで、お米の主成分「糖質」を
効率よくエネルギーに変換。疲労回復にも◎

Hawaiian Food

Takeout OK!!

★ お得なドリンクセット
★ お得な生ビールセット

ライス大盛り無料
Rice large serving free
Original Loco Moco Plate
特製ロコモコプレート

当店オススメ

Hawaiian Food

￥400 +￥280
￥500 +￥400

★ お得なドリンクセット
★ お得な生ビールセット

ライス大盛り無料
Rice large serving free

● 一部商品を除く

Original Loco Moco Plate
Mochiko Chicken Mix ¥1,680
特製ロコモコプレートもちこチキンMIX

HUMBURG PLATE

★ 特製ロコモコプレート

当店オススメ

Big

Original Loco Moco Plate

Bigger

¥1,280
¥1,580

로코모코 플레이트ㅤ夏威夷汉堡饭
ハンバーグ / 自家製グレービーソース / 目玉焼き /
黒米入りライス / サラダ

当店オススメ

ロコモコトッピング
토핑
ĻԨȀԜն

★ たっぷりタルタルもちこチキンプレート

★ 自家製マカダミアナッツカレー

● アボカド Avocado

Teddy’s Original Burger with Children's Plate

ようちえんから
ハンバーガーを
はじめよう!!

★もちこチキンMIX もちこチキン3個

Chili Con Carne Loco Moco

Mochiko Chicken Mix Three-piece +¥400

모치코 치킨 혼합ㅤ加３个糯米粉揚鳥

お子様ハンバーガープレート
Children's Hamburger Plate
¥750
어린이 햄버거 플레이트ㅤɳࢦٿઉ̞ذ
ミニハンバーガー・ポテト・ミニパンケーキ
니 햄버거 · 감자 · 미니 빵 케이크ㅤㅤĆࢦઉ・Ⴇଉ࿊ʳ・迷你ށा݆

SEPARATELY MOCHIKO CHICKEN

単品

¥1,180
¥1,480

当店オススメ

● もちこチキン Mochiko Chicken
모치코 치킨
糯米粉揚鳥
もちこチキン / サラダ

★ みぞれおろしもちこチキンプレート

もちこチキン 4 個

Mochiko Chicken Plate with Grated Radish

当店オススメ

¥600

무즙 모치코 치킨 플레이트
糯米粉揚鳥飯 萝卜泥糯米粉揚鳥飯

お子様ロコモコプレート ¥750

当店オススメ

ハンバーグ / チリコンカンソース
目玉焼き / 黒米入りライス / サラダ

★ もちこチキンプレート

もちこチキン 4 個
もちこチキン 7個

おやこで
おそろい
ロコモコ!!

Chili Con Carne Loco Moco Plate
Big
¥1,580
Bigger ¥1,880

마카다미아넛 카레ㅤ夏威夷果酱汁咖喱
カレー / 自家製マカダミアナッツソース / マカダミアナッツ / サラダ / 黒米入りライス

모치코 치킨 플레이트5 개ㅤ糯米粉揚鳥飯 糯米粉揚鳥

当店オススメ

칠리 로코모코 플레이트
辣椒汉堡饭

¥1,380
¥1,680

もちこチキン / サラダ / 黒米入りライス

어린 이용 접시ㅤɳذٿ

+¥230

아보카도ㅤЛЅư

もちこチキン 4 個
もちこチキン 7個

Mochiko Chicken Plate

모치코 치킨 혼합ㅤ加３个糯米粉揚鳥

+¥100

¥1,150

Macadamia Nuts Sauce Curry

もちこチキン / サラダ / タルタルソース / 黒米入りライス

Mochiko Chicken Mix Three-piece

● パイン Pineapple 파인애플ㅤျ
● チーズ Cheese 치즈ㅤැՂƞ

★ チリロコモコプレート

MACADAMIA NUTS SAUCE CURRY

Mochiko Chicken Plate

+¥400

★もちこチキンMIX もちこチキン3個

모치코 치킨 혼합ㅤ加３个糯米粉揚鳥

MOCHIKO CHICKEN PLATE

많은 타르타르 소스 의 치킨 플레이트
糯米粉揚鳥飯加塔塔酱 糯米粉揚鳥
Grated Radish Hamburg Plate

● 一部商品を除く

Macadamia Nuts Sauce Curry
自家製マカダミアナッツカレー

Mochiko Chicken Plate with Tartar Sauce

Grated Radish Hamburg Plate
무즙 햄버거 플레이트
Big
¥1,180
萝卜泥汉堡饭
Bigger ¥1,480

ハンバーグ / おろしポン酢
大葉 / サラダ / 黒米入りライス

+¥400
Mochiko Chicken Mix Three-piece

★もちこチキンMIX もちこチキン3個

Loco Moco Toppings

★ おろしハンバーグプレート

￥400 +￥280
￥500 +￥400

当店オススメ

当店オススメ

Mochiko Chicken Plate
with Tartar Sauce
たっぷりタルタルもちこチキンプレート

LOCO MOCO

Takeout OK!!

Children Locomoco Plate
어린이 로코 플레이트ㅤɳࠜـٿᐡМϖࢦઉذ
ハンバーグ・自家製グレービーソース・目玉焼き
黒米入りライス・サラダ・ポテト・ミニパンケーキ

もちこチキン / サラダ / おろしポン酢 / 黒米入りライス

もちこチキン 4 個
もちこチキン 7個

햄버거 · ·집에서 만든 그레이비 소스 · 계란 후라이 · 흑미들이 라이스 샐러드 ·
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もちこチキン 7個

¥1,000

¥1,280
¥1,580

Mochiko Chicken

with Grated Radish

テディーズのロコモコが好評な理由

テディーズのもちこチキンが美味しい理由

その 1・ハンバーガー屋が作るスペシャルロコモコ。
その 2・特殊な高火力グリルの直火でカラッと焼上げ余分な油を落としたジューシーなハンバーグが自慢 !
その 3・こんがりハンバーグの肉汁との相性を第一に考えて作る、自家製グレイビーソース。
チリロコモコには素材とスパイスにこだわったチリコンカンソースをたっぷり使用。
その 4・古代米「黒米」
はビタミン・ミネラル豊富な稲の原種、美肌・若返り・病気予防効果の美容食 !
その 5・
「肉汁 グレイビーソース とろとろ半熟卵 黒米」
のハーモニーはリピート続出です。

鶏唐揚げの衣に餅粉をたっぷり使った、ハワイのローカルフード。
餅粉の衣は、
サクサクなのにモチモチしている新食感。
自家製の漬けダレにしっかり漬け込んだチキンは、
想像以上にやわらかジューシー。
テディーズ特製のもちこチキン、
ぜひ一度お試しください。

黒米入りライス
こだわり

THE CEREALS RICE

高火力グリル
こだわり

HIGH FIRE GRILL

こだわり

こだわり

テディーズのお米は、
すべて
黒米を使用して炊き上げてます
Using the Cereals rice

自家製グレービーソース

こだわり

HOMEMADE GRAVY SAUCE

自家製漬けダレ
DEEP-FRIED
CHICKEN SAUCE

チリコンカンソース
こだわり CHILI CON CARNE SAUCE

＊価格はすべて税抜きです。 ＊写真と盛り付けが異なる場合があります。

高温の油
HIGH TEMPERATURE OIL こだわり

특제 흑미 特制黑米

効果① ポリフェノールの1種、アントシアニンが豊富で
視力増強や肝機能強化が見込めます。
効果② アントシアニンの持つ抗酸化作用により、
美容・美肌にも効果あり！
効果③ ビタミンB 群や亜鉛、鉄分などの
ビタミンを豊富に含み、滋養強壮に効果あり。
効果④ ビタミンB1の働きで、お米の主成分「糖質」を
効率よくエネルギーに変換。疲労回復にも◎

Hawaiian Flavor

Takeout OK!!

★お得なドリンクセット

￥400 +￥280

Hawaiian Flavor
★お得なドリンクセット

● 一部商品を除く

PANCAKES
こだわり

当店オススメ

人気 No.1

★ 自家製マカダミアナッツソースパンケーキ

¥1,300

Macadamia Nuts Sauce Pancakes

こだわり

当店オススメ

Fresh Fruit Pancakes

★ フレッシュフルーツパンケーキ

¥2,000

신선한 과일 팬케이크ㅤ水果烤薄饼

★ with バナナ

Half-size 하프 사이즈ㅤ半长 ¥800
with Banana

Coconut Ice Cream Pancakes

¥1,400

Strawberry Mini Pancakes

¥1,000

★スイーツバーガー

Mega Sweets Burger
with Lilikoi Sauce

Mega Sweets Burger
with Lilikoi Sauce
곱빼기 달콤한 버거 with 리리코이소스
怪兽甜心汉堡
山盛りホイップ・リリコイソース・イチゴ・バナナ
キウイフルーツ・ふわふわバンズでサンド！
곱빼기ㅤ휘프·리리코이소스·딸기·바나나·키위 프루츠ㅤㅤ
奶油·草莓·香蕉·猕猴桃

★ いちごの
ミニパンケーキ

¥580
Strawberry Mini Pancakes

Chocolate banana Pancakes

딸기 미니 팬케이크ㅤ
草莓迷你薄烤饼

★ チョコバナナ
パンケーキ

● バンズＤＥチョコケーキ
빵 DE 초코 케이크
面包 DE 巧克力蛋糕

Plain Pancakes

★ハーフサイズ
Half-size

¥650

Lilikoi Sauce Mango
Pancakes
¥1,300

하프 사이즈ㅤ半长

Honey Maple Butter

망고 팬케이크ㅤ
芒果薄烤饼

Half-size

하프 사이즈ㅤ半长

Honey Maple Butter

Whipp DE Potatos

¥800

꿀 메이플 버터 팬케이크ㅤ
蜂蜜槭树黄油烤薄饼 ¥1,150

★ハーフサイズ
Half-size

★ 3 種のベリーパンケーキ

¥750

ホイップ DE ポテト

アサイーアイス

¥600

Original Açai Ice
아사이ㅤ아이스ㅤ阿萨伊冰淇淋
アサイーアイス / シリアル / カットフルーツ

● ココナッツアイス
Coconut Ice

¥500

¥500

● バニラアイス
Vanilla Ice

Acai Ice

Affogato

바닐라ㅤ아이스ㅤ香草冰淇淋
バニラアイス / シリアル / カットフルーツ

Affogato
¥550

● アフォガード
Affogato

¥680

Extra Crispy Fries
with Whipped Cream

BIRTHDAY PLATE

휘핑크림 DE 감자튀김ㅤㅤ
奶油 DE 薯条

● ハワイアン TBB

バースデイプレート

생일 플레이트ㅤ生日套餐

● CMP サンデー
CMP Sundae

★ハーフサイズ
하프 사이즈ㅤ半长

●

Birthday plate

三种莓果烤薄饼

Half-size

●

CMP Sundae

Three Berry Pancakes
3 종의베리 팬케이크ㅤ ¥1,300

하프 사이즈ㅤ半长

ICE CREAM

익사ㅤ바닐라 아이스 · 딸기 · 에스 프레소
淹死的ㅤ香草冰淇淋 · 草莓 · 意式浓缩咖啡
バニラアイス・イチゴ・エスプレッソ

Whipp DE Potatos

★ハーフサイズ

★ ハニーメープルバター

¥780

チョコレートホイップ・ホイップ・イチゴ・バンズ
초콜릿 휘핑 · 채찍 · 딸기 · 반즈
巧克力奶油·奶油·草莓·包子

플레인 팬케이크ㅤ原味薄烤饼

★リリコイソースの
マンゴーパンケーキ

Açai Bowl

Coconut Ice

★ プレーンパンケーキ
Lilikoi Sauce Mango Pancakes

with 바나나ㅤ加香蕉

ココナッツアイス / シリアル / カットフルーツ

Buns DE Chocolate Cake

¥1,000

¥950

with Banana

코코넛ㅤ아이스 椰子冰淇淋

¥1,200
Chocolate banana
Pancakes with Vanilla Ice
초코 바나나 팬케이크ㅤ
巧克力香蕉薄烤饼

Plain Pancakes

¥850
Açai Bowl 아사이 그릇ㅤ阿萨伊碗

with バナナ

★メガ盛りスイーツバーガー
with リリコイソース ¥1,500

마카다미아넛 팬케이크ㅤ
夏威夷果酱汁薄烤饼

Half-size 하프 사이즈ㅤ半长 ¥900

★ アサイーボウル

달콤한 버거ㅤԲķࢦઉ

ホイップ・イチゴ・バナナ・キウイフルーツハンバーガーのふわふわバンズでサンド！
휘프 · 딸기·바나나·키위ㅤ奶油·草莓·香蕉·猕猴桃

★ ココナッツアイス
¥1,300
パンケーキ

Açai Bowl with Banana

当店オススメ

AÇAI

Coconut Ice Cream
Pancakes

마카다미아넛 팬케이크 with 바나나
夏威夷果酱汁薄烤饼 加香蕉

★ハーフサイズ

Sweets Burger

当店オススメ

Sweets Burger

自家製マカダミアナッツソース

★ハーフサイズ

テディーズのスイーツはアイディアに富んだハワイアンフレーバー。多くのメディアで紹介されました！
女子会やスイーツ男子にオススメのメニューです。

Sweets Burger

Fresh Fruit Pancakes

마카다미아넛 팬케이크ㅤ夏威夷果酱汁薄烤饼

● 一部商品を除く

SWEETS

テディーズのパンケーキは生地にバターとミルクをたっぷり練りこんだ、
しっとり＆
もちもちふわふわパンケーキです。
シンプルながらもどこか懐かしい味わいを、口一杯に頬張ってください！

Macadamia Nuts Sauce Pancakes

￥400 +￥280

Takeout OK!!

ココナッツ・マンゴー・パイン・ホイップ
CMP 선다ㅤㅤ코코넛 · 망고 · 파인애플· 채찍
CMP 圣代
椰子 · 芒果 · 菠萝·奶油

¥800

¥380

花火付

¥2,000~

●オプション
（要予約）
ご要望に応じてチョコプレート等
アレンジいたします。
＊写真はご予約無しでも
オーダーいただけるバースデイプレート。

Three Berry Pancakes

● Options (reservations required)

옵션 (예약 필요)

＊価格はすべて税抜きです。 ＊写真と盛り付けが異なる場合があります。

CMP Sundae

选项（需预约）

Birthday Plate

Hawaiian Flavor

Takeout OK!!

★お得なドリンクセット

￥400 +￥280

Hawaiian Flavor
★お得なドリンクセット

● 一部商品を除く

PANCAKES
こだわり

当店オススメ

人気 No.1

★ 自家製マカダミアナッツソースパンケーキ

¥1,300

Macadamia Nuts Sauce Pancakes

こだわり

当店オススメ

Fresh Fruit Pancakes

★ フレッシュフルーツパンケーキ

¥2,000

신선한 과일 팬케이크ㅤ水果烤薄饼

★ with バナナ

Half-size 하프 사이즈ㅤ半长 ¥800
with Banana

Coconut Ice Cream Pancakes

¥1,400

Strawberry Mini Pancakes

¥1,000

★スイーツバーガー

Mega Sweets Burger
with Lilikoi Sauce

Mega Sweets Burger
with Lilikoi Sauce
곱빼기 달콤한 버거 with 리리코이소스
怪兽甜心汉堡
山盛りホイップ・リリコイソース・イチゴ・バナナ
キウイフルーツ・ふわふわバンズでサンド！
곱빼기ㅤ휘프·리리코이소스·딸기·바나나·키위 프루츠ㅤㅤ
奶油·草莓·香蕉·猕猴桃

★ いちごの
ミニパンケーキ

¥580
Strawberry Mini Pancakes

Chocolate banana Pancakes

딸기 미니 팬케이크ㅤ
草莓迷你薄烤饼

★ チョコバナナ
パンケーキ

● バンズＤＥチョコケーキ
빵 DE 초코 케이크
面包 DE 巧克力蛋糕

Plain Pancakes

★ハーフサイズ
Half-size

¥650

Lilikoi Sauce Mango
Pancakes
¥1,300

하프 사이즈ㅤ半长

Honey Maple Butter

망고 팬케이크ㅤ
芒果薄烤饼

Half-size

하프 사이즈ㅤ半长

Honey Maple Butter

Whipp DE Potatos

¥800

꿀 메이플 버터 팬케이크ㅤ
蜂蜜槭树黄油烤薄饼 ¥1,150

★ハーフサイズ
Half-size

★ 3 種のベリーパンケーキ

¥750

ホイップ DE ポテト

アサイーアイス

¥600

Original Açai Ice
아사이ㅤ아이스ㅤ阿萨伊冰淇淋
アサイーアイス / シリアル / カットフルーツ

● ココナッツアイス
Coconut Ice

¥500

¥500

● バニラアイス
Vanilla Ice

Acai Ice

Affogato

바닐라ㅤ아이스ㅤ香草冰淇淋
バニラアイス / シリアル / カットフルーツ

Affogato
¥550

● アフォガード
Affogato

¥680

Extra Crispy Fries
with Whipped Cream

BIRTHDAY PLATE

휘핑크림 DE 감자튀김ㅤㅤ
奶油 DE 薯条

● ハワイアン TBB

バースデイプレート

생일 플레이트ㅤ生日套餐

● CMP サンデー
CMP Sundae

★ハーフサイズ
하프 사이즈ㅤ半长

●

Birthday plate

三种莓果烤薄饼

Half-size

●

CMP Sundae

Three Berry Pancakes
3 종의베리 팬케이크ㅤ ¥1,300

하프 사이즈ㅤ半长

ICE CREAM

익사ㅤ바닐라 아이스 · 딸기 · 에스 프레소
淹死的ㅤ香草冰淇淋 · 草莓 · 意式浓缩咖啡
バニラアイス・イチゴ・エスプレッソ

Whipp DE Potatos

★ハーフサイズ

★ ハニーメープルバター

¥780

チョコレートホイップ・ホイップ・イチゴ・バンズ
초콜릿 휘핑 · 채찍 · 딸기 · 반즈
巧克力奶油·奶油·草莓·包子

플레인 팬케이크ㅤ原味薄烤饼

★リリコイソースの
マンゴーパンケーキ

Açai Bowl

Coconut Ice

★ プレーンパンケーキ
Lilikoi Sauce Mango Pancakes

with 바나나ㅤ加香蕉

ココナッツアイス / シリアル / カットフルーツ

Buns DE Chocolate Cake

¥1,000

¥950

with Banana

코코넛ㅤ아이스 椰子冰淇淋

¥1,200
Chocolate banana
Pancakes with Vanilla Ice
초코 바나나 팬케이크ㅤ
巧克力香蕉薄烤饼

Plain Pancakes

¥850
Açai Bowl 아사이 그릇ㅤ阿萨伊碗

with バナナ

★メガ盛りスイーツバーガー
with リリコイソース ¥1,500

마카다미아넛 팬케이크ㅤ
夏威夷果酱汁薄烤饼

Half-size 하프 사이즈ㅤ半长 ¥900

★ アサイーボウル

달콤한 버거ㅤԲķࢦઉ

ホイップ・イチゴ・バナナ・キウイフルーツハンバーガーのふわふわバンズでサンド！
휘프 · 딸기·바나나·키위ㅤ奶油·草莓·香蕉·猕猴桃

★ ココナッツアイス
¥1,300
パンケーキ

Açai Bowl with Banana

当店オススメ

AÇAI

Coconut Ice Cream
Pancakes

마카다미아넛 팬케이크 with 바나나
夏威夷果酱汁薄烤饼 加香蕉

★ハーフサイズ

Sweets Burger

当店オススメ

Sweets Burger

自家製マカダミアナッツソース

★ハーフサイズ

テディーズのスイーツはアイディアに富んだハワイアンフレーバー。多くのメディアで紹介されました！
女子会やスイーツ男子にオススメのメニューです。

Sweets Burger

Fresh Fruit Pancakes

마카다미아넛 팬케이크ㅤ夏威夷果酱汁薄烤饼

● 一部商品を除く

SWEETS

テディーズのパンケーキは生地にバターとミルクをたっぷり練りこんだ、
しっとり＆
もちもちふわふわパンケーキです。
シンプルながらもどこか懐かしい味わいを、口一杯に頬張ってください！

Macadamia Nuts Sauce Pancakes

￥400 +￥280

Takeout OK!!

ココナッツ・マンゴー・パイン・ホイップ
CMP 선다ㅤㅤ코코넛 · 망고 · 파인애플· 채찍
CMP 圣代
椰子 · 芒果 · 菠萝·奶油

¥800

¥380

花火付

¥2,000~

●オプション
（要予約）
ご要望に応じてチョコプレート等
アレンジいたします。
＊写真はご予約無しでも
オーダーいただけるバースデイプレート。

Three Berry Pancakes

● Options (reservations required)

옵션 (예약 필요)

＊価格はすべて税抜きです。 ＊写真と盛り付けが異なる場合があります。

CMP Sundae

选项（需预约）

Birthday Plate

Takeout OK!!

TEDDY’S COFFEE & BAR
ORIGINAL SMOOTHIE

TBB SPECIAL RECOMMENDED

当店オススメ

当店オススメ

¥680

● 濃厚ハニー生バナナ
Honey Fresh Banana Juice

¥700

● グリーンスムージー
Green Smoothie
그린 스무디ㅤ绿色思慕雪

농후 허니 생바나나 우유ㅤ蜂蜜香蕉牛奶

グリーンカール / バナナ/ミント
リンゴ / ハチミツ / マンゴー

バナナ /ミルク / 蜂蜜
濃厚なのにふわふわの口あたり
こだわり

当店オススメ
Honey Fresh Banana Juice

¥650

● アサイースムージー
Acai Smoothie

Mango
Smoothie

아사이스무디ㅤ阿萨伊思慕雪

SODA

¥650

● マンゴースムージー
Mango Smoothie

● スパークリングウォーター
● コカコーラ
● コカコーラゼロ
● カナダドライジンジャーエール
● メロンソーダ
各 ¥400
●ドクターペッパー

Sparkling Water
Coca Cola / Coca Cola Zero
Canada Dry Ginger Ale
Melon Soda / Dr Pepper

Green
Smoothie
Acai Smoothie

망고스무디ㅤ芒果思慕雪

¥650

● バナナとミルクのアサイースムージー
Acai Banana Milk Smoothie
바나나 와 우유아사이스무디
香蕉牛奶阿萨伊思慕雪
Coca Cola

¥650

● バナナと豆乳のアサイースムージー
Acai Banana Soymilk Smoothie
바나나 와 유아사이스무디ㅤ香蕉豆奶阿萨伊思慕雪

Melon Soda

스파클링 워터 / 코카콜라 / 코카콜라 제로
코카콜라 제로 / 캐나다 드라이 진저 에일 / 메론 소다 / 닥터 페퍼
苏打水 / 可口可乐 / 零度可口可乐 / 加拿大干姜汁 / 哈密瓜汽水 / 胡椒博士

100% FRUIT JUICE

코코넛 망고 밀크ㅤ椰子芒果牛奶
ココナッツ・マンゴー・ミルク
코코넛 · 망고 · 우유
椰子 · 芒果 · 牛奶

Coconut Mango Milk

Lilikoi Mango / Mango / Guava
Pineapple / Orange

ACAI DRINKS

当店オススメ

● ココナッツマンゴーミルク ¥580
Coconut Mango Milk

● リリコイマンゴージュース
● マンゴージュース
● グァバジュース
● パイナップルジュース
各 ¥500
● オレンジジュース

리리코이 망고 / 망고 / 구아바 / 파인애플 / 오렌
Lilikoi 芒果 / 芒果 / 番石榴 / 菠萝 / 橙

CMP

FRAPPE RICH
Guava

Caramel Macchiato
with Whipped Cream

Mango

●
MIX Juice with Orange
and Acai Smoothie

● アサイースムージーと

抹茶（ホイップ）
Green tea with Whipped Cream
채찍 크림 녹차
各 ¥650
绿茶奶油

オレンジのMIXジュース ¥600

（ホイップ）
● キャラメルマキアート
Caramel Macchiato
各 ¥650
with Whipped Cream

MIX Juice with Orange
and Acai Smoothie
아사이스무디 와 오렌지믹스 주스
阿萨伊思慕雪与橙的混合果汁

채찍 크림 카라멜 마키아토
焦糖玛奇朵奶油

Green tea
with Whipped Cream

● アサイースムージーと

グァバのMIXジュース

¥600

当店オススメ

MIX Juice with Guava
and Acai Smoothie

FLOAT

아사이스무디 와 구아바믹스 주스
阿萨伊思慕雪与番石榴的混合果汁

MIX Juice with Soymilk
and Acai Smoothie

● アサイースムージーと豆乳のMIXジュース ¥600
MIX Juice with Soymilk and Acai Smoothie
아사이스무디 와 두유믹스 주스
阿伊思慕雪豆的混合果汁

● メロンソーダフロート
Melon Soda Float
各 ¥650
멜론 소다 플로트
冰淇淋漂浮哈密瓜苏打

● コーラフロート
Cola Float

各

¥650

콜라 플로트
漂浮可乐

CMP SUNDAE
● CMP サンデー
CMP Sundae

ホイップトッピング Whipped Topping 휘핑 토핑ㅤ植脂奶油 +¥200

¥380

● コーヒーフロート
Coffee Float
커피 플로트
漂浮咖啡

CMP 선다ㅤㅤ코코넛 · 망고 · 파인애플· 채찍
CMP 圣代
椰子 · 芒果 · 菠萝·奶油
ココナッツ・マンゴー・パイン・ホイップ
CMP Sundae

＊価格はすべて税抜きです。 ＊写真と盛り付けが異なる場合があります。

Melon Soda
Float
Cola Float

各

¥650
Coffee Float

TEDDY’S COFFEE & BAR

Takeout OK!!

COFFEE
当店オススメ

●

TBB オリジナル コナコーヒー
TBB Original Blend Kona Coffee

¥550

오리지널 코나블랜드 커피ㅤ原味科纳混合咖啡

こだわり

豆のブレンドからこだわった
薫り高くコクの深いコナコーヒー

● オリジナルコーヒー（ホット/ アイス）
Hot / Iced Original Blend Coffee
코나블랜드 커피ㅤ混合咖啡

● エスプレッソコーヒー
Espresso 에스프레소ㅤ意式浓缩咖啡

Kona C
K
Coffee
ff

¥400

¥400

Iced
Original Blend
Coffee

HOT TEA
● ダージリン
Darjiling 다질링 홍차ㅤ大吉岭红茶

LATTE
● カプチーノ
（ホット）
Hot / Iced Cappuccino

¥500

애플 티 / 블루베리 티ㅤ苹果

얼그레이ㅤ格雷伯爵茶

（ホット/ アイス）
● カフェラテ
Hot / Iced Caffè Latte
¥500

Cappuccino

카페라떼ㅤ拿铁咖啡

¥400

ルティ
● アップルティ
Apple

● アールグレイ
Earl Grey

카푸치노ㅤ卡布奇诺

各

● ブルーベリーティ
Blueberry 블루베리 티ㅤ蓝莓

● アッサム
Assam 아쌈티ㅤ阿萨姆红茶

Caffè Latte

¥550

（ホット/ アイス）
● ソイラテ
Hot / Iced Soy Latte

Decaf-Barley Tea

● ノンカフェインティー
Hot / Iced Decaf-Barley Tea

두유라떼ㅤ豆奶拿铁咖啡

¥550

● カフェモカ
（ホット/ アイス）
Hot / Iced Café Mocha

Café Mocha

¥500

디카 페인 - 보리 차 (얼음 / 온수)ㅤ无咖啡因，大麦茶（冰 / 热）

ICED TEA

카페 모카ㅤ摩卡

● キャラメルマキアート
（ホット）
Hot Caramel Macchiato

● リリコイマンゴーアイスティー
Lilikoi Mango Iced Tea
¥500

¥600

카라멜 마끼아또ㅤ焦糖玛奇朵

Caramel Macchiato
Coffee Whip

COFFEE WHIP

当店オススメ

当店オススメ

● コーヒー ホイップ
（ホット/ アイス）
Hot / Iced Coffee Whip

¥550

Lilikoi Mango Iced Tea

리리코이 망고아이스 티 ㅤ芒果红茶（冰）

● アイスティー
Iced Tea 아이스 티ㅤ冰茶

¥400

● ウーロン茶
Oolong Tea 우롱 차ㅤ乌龙茶

¥350

핫 / 아이스 : 휘핑 크림커피
热 / 冰：发泡鲜奶油咖啡

Iced Tea

COCOA

● カフェラテ ホイップ
（ホット/ アイス） ¥650
Hot / Iced Latte Whip

● ミルクココア（ホット/ アイス）
Hot/Iced Milk Cocoa

핫 / 아이스 : 휘핑 크림카페라떼
热 / 冰：发泡鲜奶油拿铁咖啡

各

¥600

핫 / 아이스 : 코코아ㅤ
热 / 冰：可可牛奶

Milk Cocoa
Latte Whip

AFFOGATO
● アフォガード
Affogato

¥550

익사ㅤ바닐라 아이스 · 딸기 · 에스 프레소
淹死的ㅤ
香草冰淇淋 · 草莓 · 意式浓缩咖啡
バニラアイス・イチゴ・エスプレッソ

Strawberry Mini Pancakes

ティータイムにピッタリのデザート

★ いちごの
ミニパンケーキ ¥580
Affogato

Strawberry
Mini Pancakes
딸기 미니 팬케이크ㅤ
草莓迷你薄烤饼

TEDDY’S COFFEE & BAR

Takeout OK!!

Alcohol
当店オススメ

赤ワインとアサイースムージーのカクテル
ポリフェノール×ポリフェノールでヘルシー!!
こだわり 一度は試す価値あり
！TBBだけのカクテル!!

WINE COCKTAIL

チョイ飲みセット
Choi Flea Set

￥1,200 17 : 00 〜のサービス

A SET ドリンク 1 杯 1 Drink

下記から 2 品お選びください

当店オススメ

● アサイーサングリア
TBB Specialty Acai Sangria
Red Wine and Acai Smoothie

¥650

Please choose 2 dishes from the following

B SET ドリンク 2 杯 2 Drinks
下記から 1 品お選びください

상그리아：아사이무디 와 레드와인
阿萨伊桑格利亚汽酒 红酒与阿萨伊思慕雪调酒

Please choose one article from the following

生ビール or ハイボール or グラスワイン
Draft Beer or Highball or Glass of Wine

①ハワイアンソルトのTATAKIキュウリ
Pounded Cucumbers with Hawaiian Salt

A GLASS OF WINE

②ポテト盛り合わせ

当店オススメ

Extra Crispy Fries

有名な映画監督フランシス・フォード・コッポラ氏のワイナリー。
こだわり 赤・白ともに飲みやすいワインと好評です。ボトルがお得です。

¥650

● グラスワイン
赤
A Glass of Wine Red
●コッポラ ロッソ＆ビアンコ

ロッソ

●コッポラ ロッソ＆ビアンコ

Mochiko Chicken

④エビのスイートチリソース
Shrimp with Sweet Chili Sauce

HAWAIIAN BEER

Coppola Rosso & Bianco Rosso

¥650

● グラスワイン
白
A Glass of Wine white

③もちこチキン

ピノ・グリージョ 2013

● コナビール
KONA BREWING

当店オススメ
各

¥800

하와이 코나 맥주ㅤ夏威夷啤酒

Coppola Rosso & Bianco Pinot Grigio 2013

BIG WAVE GOLDEN ALE

잔 와인잔 와인ㅤ레드/화이트ㅤ酒红色 / 白色的玻璃

ハワイ売上 No.1 の地ビール。
繊細なホップの風味と
ほんのりフルーティーな味わいが特徴。

お得なチョイ飲みシリーズ

当店オススメ

フード+ビールセット ¥100引き!!

DRAFT BEER

LONGBOARD LAGER
ハワイのロコラガー。
さわやかな柑橘系の香りとコクが楽しめる。

FIRE ROCK PALE ALE

¥500

● スーパードライ
Super Dry 맥주ㅤ生啤

¥2,300
● ピッチャー
Pitcher 맥주 투수ㅤ啤酒水罐

HIGHBALL
● ハイボール
¥500
Highball 하이볼ㅤ高球

WHISKEY
各 ¥600
● ジャックダニエル
Jack Daniel's 잭 다니엘의ㅤ杰克丹尼

● 角瓶
Kakubin Whisky
산토리 角瓶ㅤ三得利方瓶

（ロック、
ソーダ・水割り）
（On the rocks. Whiskey and water or soda）

カラメルのような甘く香ばしい
アロマ本格派が特長。苦味と渋みが
絶妙なバランスの本格派ビール。

BEER
● クアーズライト
¥750
Coors Light 쿠어스 라이트ㅤ库尔斯轻
●ブルームーン
Blue Moon 푸른 달ㅤ蓝月

¥850

BEER COCKTAIL
● シャンディガフ
Shandy Gaff

¥600

샌디개프 (맥주와 진저 에일을 섞은 음료)ㅤ
香堤（鸡尾酒）( 姜汁啤酒 )

VODKA COCKTAIL
● スミノフレモネード
SMIRNOFF LEMONADE
레모네이드ㅤ൙ǌ

＊価格はすべて税抜きです。 ＊写真と盛り付けが異なる場合があります。

¥580

TEDDY’S COFFEE & BAR

Takeout OK!!

Cocktail
●オリジナル モヒート

各

Original Mojito

¥580

●カシスソーダ

Cassis and Soda
가시스 소다ㅤ卡西斯纯碱

오리지나루 모히토ㅤ特调鸡尾酒莫吉托

●カシスオレンジ

● ハワイアンピニャコラーダ

Original Mojito
Hawaiian
Piña Colada

Cassis and Orange

하와이안 피냐코라다ㅤ夏威夷椰林飘香

가시스 오렌지ㅤ卡西斯和橙

●ファジーネーブル

●ジントニック

Gin and Tonic

퍼지 네이블ㅤ模糊肚脐

진 토닉ㅤ杰克丹尼

●マカダミアナッツミルク

●ウォッカトニック
Vodka Tonic

Macadamia nut milk

보드카 토닉ㅤ伏特加和兴奋剂

마카다미아넛 우유ㅤ澳洲坚果奶

●マカダミアナッツコーヒー

● マンゴーマンゴー
Mango Mango

Macadamia nut coffee

망고 망고ㅤ芒果芒果

마카다미아넛 커피ㅤ澳洲坚果咖啡

●ラムコーク

●ブルーハワイ

Mango Mango

Cassis and Orange
Cassis and Soda

Fuzzy navel

Gin and Tonic

Vodka Tonic

Fuzzy navel

Hawaiian Piña Colada

Blue Hawaii

Rum Coke

블루 하와이ㅤ蓝色夏威夷

잭 다니엘의ㅤ杰克丹尼

Macadamia nut
coffee
Macadamia nut
milk

●ピーチウーロン

●モスコミュール
Moscow Mule

Peach Oolong

모스코 뮬ㅤ莫斯科骡子

피치 우롱ㅤ桃乌龙茶

＊その他のカクテル、
ご要望にお応えいたします。
Moscow Mule
Peach Oolong

Wine List

Blue Hawaii

RED
● ボーグルヴィンヤード

WHITE
￥3,500

華
華やかな香が魅力のシュナンブラ
ン種
桃
桃の様な甘く
てジューシーな果実味が魅力。

● コッポ
ッポラ ロッソ＆ビアンコ
ピノ・グリージョ 2013 ￥3,500
ピ

Coppola Rosso & Bianco
Rosso

● ファ
ァーストプレス

カ
カベルネソーヴィニョン

Coppola
Rosso & Bianco
C
Pinot Grigio 2013
同じくコッポラ氏のワイナリー。
同
ピーチやグレープフルーツのような
ピ
ジューシーな香りの口当たりの良い
当店オススメ 軽やかな白ワイン。

● ファーストプレス

￥7,000

Moët & Chandon
Moët Imperial
●ドンペリニヨン
ドンペリニヨン ヴィンテージ

￥21,000

Dom Perignon
Dom Perignon Vintage

SPARKLING
● ソーコルブロッサー

シャルドネ 2011

￥5,000

● モエ・エ・シャンドン
モエ アンペリアル

Bogle Vineyards
Chenin Blanc2012

し
しっかり
としたフルボディ。秀逸なタンニンと、
豊
豊かな風味と香り
が何層にも楽しめます。

有名な映画監督フランシス・フォード・コッポラ氏の
ワイナリー。イチゴジャムやバニラ・プラムの香り。
完熟した果実のようなフレーバーの
当店オススメ ジューシーな赤ワイン。

￥3,500

シュナンブラン

Bogle Vineyards
Cabernet Sauvignon2012

● コッポラ
ッポ ロッソ＆ビアンコ
ロッソ ￥3,500

CHAMPAGNE

● ボーグルヴィンヤード

カベルネソーヴィニョン

ナパ・ヴァレー

Rum Coke

エヴォリューション スパークリング ￥3,800

ナパ・ヴァレー ￥5,000

First
Press Cabernet Sauvignon
F
Napa Valley

First Press chardonnay
Napa Valley

アメリカのブドウ産地の中でも名高い
ア
ナパ・ヴァレー産のカベルネソーヴィニョンから
作った赤ワイン。力強く、
濃縮された果実味のある重厚な赤ワイン。

アメリカのブドウ産地の中でも名高い
ナパ・ヴァレー産のシャルドネで作った白ワイン。
香り高く芳醇なリッチ感のあふれる一品です。

Sokol Blosser
Evolution Sparkling
シャンパンと同じ製法の瓶内二次発酵。
クリーミーな口当たりの泡立ちと、豊かな
アロマにもかかわらず、
ドライな味わいの
爽やかでクリーンなフィニッシュの
スパークリングワイン。オススメ！

● ソーコルブロッサー

￥4,300
Sokol Blosser Evolution Pinot-Noir 2015

エヴォリューションピノノワール 2015

アメリカ農務省認定のオーガニックワイン。
ベリー系の果実味と、穏やかでエレガントな酸味の調和の取れた一品。
香ばしく焼いたバーグとの相性も◎ 店長イチオシ

● ジラード

カベルネソーヴィニョン 2011

ナパ・カウンティ
￥6,000
Girard Cabernet Sauvignon 2011 Napa County
濃醇なクレーム・ド・カシス、黒いベリー類、焙煎されたモカコーヒーの風味。
フィニッシュに向かって凝縮された味わいが持続します。
フレンチオーク樽 20ヶ月熟成。

当店オススメ

こだわり

Hawaiiにちなみ、選りすぐりのアメリカ産ワインを取り揃えました。
ゆったりとした時間と共にお楽しみくださいませ。
All Wines come from USA. Chill, Enjoy and have a good time.

Set Drinks

セットドリンク

● スパークリングウォーター

세트 음료ㅤߺמն

アイス） ●コカコーラ ●コカコーラゼロ ●カナダドライジンジャーエール
● ホットティー：アールグレイ / アッサム / ダージリン
● S p a r k l i n g W a t e r ● H o t / I c e d O r i g i n a l B l e n d C o f f e e ● C o c a C o l a ● C o c a C o l a Z e ro ● C a n a d a D r y G i n g e r A l e
●Melon Soda ●Dr Pepper ●Oolong Tea ●Iced Tea ●Hot Tea :Earl Grey / Assam / Darjiling
●스파클링 워터ㅤ●오리지널 커피（핫/아이스）ㅤ●코카콜라 ㅤ●코카콜라 제로ㅤ●캐나다 드라이 진저 에일 ㅤ●메론 소다ㅤ
●닥터 페퍼ㅤ●우롱 차ㅤ●아이스 티：핫 티/얼 그레이/아쌈/다질링
삽 स Ǚ ǌ 뺭 삽 ̖ Ь ऋ ॡ 뻛 ɶ  ܳ 뻜뺭 삽 Ļ ˍ Ļ ǒ 뺭 삽 ত ʇ Ļ ˍ Ļ ǒ 뺭 삽 Ȁ ΄ ę ѝ  ౭ 뺭 삽 ɂ  ޱ  ݧǌ 뺭 삽 ঙ ৹ ű Ղ 뺭 삽 ଈ  ү 뺭
삽ܳү뺭삽ɶү뻭Ϝရᐨεү  ثଔεү  ęᇗεү

●メロンソーダ

● オリジナルコーヒー（ホット /

●ドクターペッパー

飲み放題プラン

● ウーロン茶

● アイスティー

120 分お一人様 ¥2,000

※グラス交換制（飲み終えてから、おかわりOK！）
● 100％フルーツジュース：リリコイマンゴー / マンゴー / グァバ /

パイナップル /オレンジ
●ソーダ：スパークリングウォーター / コカコーラ / コカコーラゼロ /
カナダドライジンジャーエール / メロンソーダ /ドクターペッパー
●コーヒー
（ホット / アイス）
●ホットティー：アールグレイ / アッサム / ダージリン / アップル / ブルーベリー ●アイスティー
● 生ビール：一番搾り
●カクテル：オリジナル モヒート / ハワイアンピニャコラーダ / ジントニック / ウォッカトニック /
マンゴーマンゴー / ブルーハワイ / モスコミュール / カシスソーダ / カシスオレンジ /
ファジーネーブル / マカダミアナッツミルク / マカダミアナッツコーヒー /
ラムコーク / ピーチウーロン
●グラスワイン
（赤・白）
全36 種

3 名様〜

※前日までに要予約

お得な飲み放題セット +¥1,800

※飲み放題のみ ¥2,000（当日可）

¥ 2 , 000 コース

¥ 3 , 500 コース

¥ 4 , 500 コース

①トルティーヤチップス（サルサディップ添え）
②コブサラダ
③バジルポテトフライ
④もちこチキン
⑤タコライス or オリジナルバーガー
⑥マカダミアナッツソースパンケーキ

①トルティーヤチップス（サルサディップ添え）
②コブサラダ
③サーモンとアボカドのカルパッチョ
④フィッシュ＆チップス
⑤もちこチキン
⑥タコライス or オリジナルバーガー
⑦マカダミアナッツソースパンケーキ

①トルティーヤチップス（サルサディップ添え）
②コブサラダ
③サーモンとアボカドのカルパッチョ
④フィッシュ＆チップス
⑤もちこチキン
⑥タコライス
⑦オリジナルバーガー
ジナル
or オリジナルサンド
⑧マカダミア
アナッツソースパンケーキ

トルティーヤチップス

もちこチキン

サーモンとアボカドのカルパッチョ

コブサラダ

フィッシュ＆チップス

マカダミアナッツソースパンケーキ

Reserve a Party Now!
貸切も
女子会・誕生日会・結婚式の二次会 OK!
その他各種パーティプラン
Party Plan

ださい。
映像・スライドショーOK! プロジェクター使用できます。STAFFまでお問い合わせく
Ask staff for more information.

☆マイク完備☆
各種イベントOK!
お得なパーティの
予約、貸切、受付中 !!
こだわり女子会プラン

ハワイアンリゾート パーティプラン

Terrace Pet OK!!

Takeout OK!!

